
東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第1戦 わたりラウンド

2019年9月29日（日）
宮城県亘理町・わたりSeaside Base

主催：東北シクロクロス協会
【エントリーリスト】

カテゴリー4（C4：30分）スタート時刻 8:30 15
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 高橋 壮※ たかはし そう サガミレーシング TCX-156-0054 16MY1902172 新潟県
2 金井 聡 かないさとし 柴田銀輪会 - 宮城県
3 沼田 素直 ぬまた すなお CAMEL MEN,S GEAR TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県
4 高橋 佑季 たかはしゆうき IUCCアイカツ部 TCX-189-0003 岩手県
5 井上 旬太郎 いのうえしゅんたろう Crucible仙台 TCX-189-0022 宮城県
6 小澤 哲也 おざわてつや YUCC TCX-189-0011 山形県
7 加藤 立隆 かとうたつおき WeZRC TCX-178-0003 山形県
8 松本 大輔 まつもとだいすけ あらやしきライダース TKI-156-0200 福島県
9 小椋 創太 おぐらそうた 山形大学 - 山形県
10 佐々木 啄人※ ささき　たくと ボンシャンス TCX-167-0031 04MY1800471 宮城県
11 石田 祥大 いしだあきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 栃木県
12 藤原 真也 ふじわらしんよ 岩手大学サイクリング部 TCX-189-0035 岩手県
13 小野寺 聖陽 おのでら　せいや CO2 bicycle TKI-156-0160 宮城県
14 渡辺 一彦 わたなべ　かずひこ ベルエキップしびれ隊 TCX-000-3004 宮城県
15 佐藤 寛大 さとうのぶひろ 蔵王ヒルクライム実行委員会 - 宮城県

※年齢制限によりC3への昇格対象外

カテゴリー3（C3：30分）スタート時刻 9:20 12
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 加藤 将望 かとう まさみ シクル・マーモット CXK-178-0116 11ME1700795 埼玉県
2 高橋 正明 たかはし まさとし ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0039 宮城県
3 工藤 薫 くどうかおる Team nacree TCX-189-0039 04ME1900314 宮城県
4 深谷 健 ふかやけん 39’s Racing Club TCX-178-0001 山形県
5 横田 正美 よこた　まさみ リベルタス TBC CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県
6 久下 温人※ くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
7 佐藤 盛一 さとうせいいち ADVANCE 仙台 TCX-189-0019 宮城県
8 MERTON THOMPSONトンプソン　マートン CXK-189-0004 07ME1802971 福島県
9 久保田 映士 くぼた　えいじ K's OFFROAD TEAM TCX-000-3039 宮城県
10 草刈 利和 くさかりとしかず リパッティジュエリー TCX-000-1003 宮城県
11 色川 岳宏 いろかわ たけひろ チーム白猿 - 04MU1901309 宮城県
12 増田 昌宏 ますだ　まさひろ 臼杵レーシング CXK-000-0390 11ME1801956 埼玉県

※年齢制限によりC2への昇格対象外

マスターズ2＋3（CM2+3：30分）スタート時刻 9:20 18
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
21 斉藤 源人 さいとう　もとひと ADVANCE仙台 TCX-178-0029 宮城県
22 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
23 林 健太郎 はやし　けんたろう エルドラード東北 TCX-167-0018 宮城県
24 田中 勝 たなかまさる レーシングチームシュースイ CCM-167-0042 新潟県
25 山田 賢太郎 やまだけんたろう Flecha XTK-000-1109 茨城県
26 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと 鮎信友の会 TCX-167-0011 07ME0100056 栃木県
27 佐浦 貴廣 さうら たかひろ じょうぼんズ TCX-000-3056 宮城県
28 長谷川 浩 はせがわ　ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
29 武田 善弘 たけだ　よしひろ リッチーの理論　タケスポ TCX-156-0007 山形県
30 菅谷 俊宏 すがや　としひろ KNS-000-1921 福島県
31 赤間 章裕 あかま　あきひろ TCX-156-0042 宮城県
32 伴 肇 ばんはじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
33 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
34 山田 真幸 ヤマダ マサキ チーム・アムーナ TCX-000-1005 宮城県
35 大村 智寿 おおむらともひろ あぶくまサイクリングクラブ TCX-000-3005 福島県
36 生田目 修 なまため　おさむ イナーメ信濃山形 UCX-167-0051 09ME1502777 栃木県
37 渡辺 徹 わたなべ とおる ride_or_die TCX-000-1008 福島県
38 高橋 博達 たかはし　ひろたつ 聖隷自転車部 TCX-000-2011 静岡県



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第1戦 わたりラウンド

2019年9月29日（日）
宮城県亘理町・わたりSeaside Base

主催：東北シクロクロス協会
キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:10 5
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
1 山田 駿太郎 やまだしゅんたろう Team GRM UCX-156-0033 BOYS 茨城県
2 櫻本 悠一郎 さくらもと　ゆういちろう チーム奥州 TCX-178-0032 BOYS 宮城県
3 鈴木 尊人 すずき　たける チーム奥州 TCX-178-0033 BOYS 宮城県
4 渡辺 悠真 わたなべ ゆうま ride_or_die TCX-156-0032 BOYS 福島県
5 成田 光志 なりたこうし UCX-156-0035 BOYS 福島県

キッズ2（CK2：10分）スタート時刻 10:10 2
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
11 佐々木 琉名 ささき　るな ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0011 GIRLS 宮城県
12 我妻 美音 あがつまみお イオンバイクJr.アカデミー UCX-156-0078 GIRLS 埼玉県

キッズ1（CK1：10分）スタート時刻 10:10 6
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
21 飯島 大也 いいじま だいや CXK-189-0014 BOYS 福島県
22 佐藤 真実 さとうまみ ADVANCE 仙台 TCX-189-0010 GIRLS 宮城県
23 田崎 嘉人 たざき　よしと F(t)麒麟山Racing MBS-189-0048 BOYS 新潟県
24 佐々木 玲名 ささき　れな ベルエキップしびれ隊 CXK-190-0001 GIRLS 宮城県
25 我妻 律音 あがつまりお イオンバイクJr.アカデミー CXK-190-0005 GIRLS 埼玉県
26 鈴木 智大 すずき　ちひろ チーム奥州 TCX-178-0034 BOYS 宮城県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 10:30 9
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
1 飯島 花怜 いいじま かれん - GIRLS 福島県
2 小山 蓮生 おやま れんせい RAPIDINI - BOYS 宮城県
3 鈴木 開 すずき かい RAPIDINI - BOYS 山形県
4 齋藤 出雲 さいとういずも RAPIDINI - BOYS 宮城県
5 早坂 颯馬 はやさか そうま - BOYS 宮城県
6 田崎 凛歩 たざき　りほ F(t)麒麟山Racing - GIRLS 新潟県
7 舘内 悠生 たてうち ゆうせい - BOYS 宮城県
8 舘内 大翔 たてうち ひろと - BOYS 宮城県
9 渡辺 遥真 わたなべ はるま ride_or_die - BOYS 福島県

カテゴリーL1（CL1：40分）スタート時刻 11:30 2
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 林口 幸恵 はやしぐちゆきえ LiveGARDEN BiciStelle TCX-000-2025 09FE1301646 栃木県
2 須藤 むつみ すどう むつみ Ready Go JAPAN CXK-000-0111 13FE9702853 千葉県

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 11:30 2
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
11 櫻本 恵津子 さくらもと　えつこ チーム奥州　わたり接骨院 - 宮城県
12 菅原 奈緒 すがわら なお HRCXチーム - 宮城県



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第1戦 わたりラウンド

2019年9月29日（日）
宮城県亘理町・わたりSeaside Base

主催：東北シクロクロス協会
【エントリーリスト】

カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 12:30 9
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 鈴木 孝 すずき たかし あぶくまサイクリングクラブ TCX-156-0028 07ME1602299 福島県
2 鶴岡 聖隆 つるおかきよたか Crunk Gorilla Cycling Team XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県
3 岡田 紀彦 おかだ　のりひこ アルゼンチンペソしかないよ CCM-000-9915 21ME1502756 静岡県
4 我妻 鉄治 あがつまてつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県
5 青砥 竜大 あおとりゅうた 脱メタボ失敗 MBS-189-0027 04ME1900128 千葉県
6 谷 直亮 たになおすけ 郡山サイクルフレンズ TCX-189-0034 07ME1100545 福島県
7 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
8 柳沼 龍佑 やぎぬま りゅうすけ LINKVISION GIRASOLE CYCLING CXK-178-0058 07MU1000997 東京都
9 坂田 智徳 さかたとものり あぶくまサイクリングクラブ TCX-000-1007 07ME9700752 福島県

マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 12:30 9
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
11 須藤 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 12MM9700856 千葉県
12 伊藤 敦弘 いとうあつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
13 賀来 成能 かくしげよし 茨城CXレーシングチーム CXK-156-0112 08MM1800575 茨城県
14 小堺 猛弘 こさかい たけひろ taiki☆works XTK-000-1445 08MM1703035 茨城県
15 千葉 秀樹 ちばひでき njk TCX-000-3010 07ME0001337 福島県
16 高橋 綾一 たかはし りょういち サガミレーシング TCX-156-0067 16MM1700206 新潟県
17 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM0100638 岩手県
18 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE 仙台 TCX-178-0008 04MM1802816 宮城県
19 田崎 友康 たざき　ともやす F(t)麒麟山Racing MBS-189-0047 16ME0700064 新潟県

カテゴリー1（C1：60分）スタート時刻 13:30 11
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 積田 連 つみたれん SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-000-3012 07MU1300495 福島県
2 久保田 冬吾 くぼた　とうご K's OFFROAD TEAM TCX-000-1011 04MU1201203 宮城県
3 後藤 啓 ごとうひろ lipatti jewelry TCX-000-1012 04MUS1300972 宮城県
4 平原 大雅 ひらはら たいが F(t)麒麟山racing TCX-178-0007 16MU1401537 新潟県
5 金井 仁 かない　じん Moto-SR GPM-000-0819 11ME1201487 埼玉県
6 伊井 賢一 いいけんいち 臼杵レーシング GPM-000-0839 11MM0000071 埼玉県
7 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 07ME0210041 福島県
8 山田 幸広 やまだゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 04ME1602615 宮城県
9 秋元 昌夫 あきもと　まさお Cyclo nation TCX-167-0030 09ME1300343 栃木県
10 鈴木 将 すずき しょう 酩酊輪行部 TCX-167-0029 04MU1802974 埼玉県
11 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県
12 本多 拓貴 ほんだひろき F(t)麒麟山Racing TCX-156-0073 16ME0901174 新潟県


